平成 28 年度

事業のあらまし
一般社団法人 首都圏産業活性化協会
TAMA協会 Technology Advanced Metropolitan Area

首都圏 Greater Tokyo Area

Greater Tokyo TAMA

平成２８年度「事業のあらまし」発刊にあたり
TAMA協会は、平成３０年で設立２０年を迎えます。
次の５年、１０年に向けて、何を目指すべきかを見据えた、今後のビジョンを示します。

（１）メンバー・ファースト（会員第一）
私たちが目指すべき第一は、原点に立ち返り、企業、自治体、大学をはじめとした会員の
皆さまに対して「先義後利」の精神を持って行動します。
（２）財政基盤の強化
財政基盤の強化は、協会の活動を進める重要な要素であります。低成長が懸念される中で、
財政基盤を強化するには、協会のネットワークとコーディネート力を強化し、会員企業様の
ブランド力を高めます。
（３）新たな産学官金連携によるイノベーション創出
協会の基本理念は、「我が国産業発展の先導的役割を担う」であります。会員企業様が
世界を見据えたイノベーションを起こすために、
「最初から世界標準！」を産学官金で考える
「創発の場」をつくります。

以上、皆様のご期待にお応えできるよう、職員一同鋭意努力いたす所存でございますので、
何とぞ一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年吉日

一般社団法人首都圏産業活性化協会
会 長
吉田善一
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第四期５ヵ年計画の概要（事業の体系）
第四期5ヵ年計画では、第三期のテーマである環境ものづくりを継承するとともに、地域の総力を
結集した産学官金の連携によるものづくりの支援を行うというTAMA協会の原点に立ち返り、
TAMAが日本や世界のものづくりをリードしていく存在となることをめざしていきます。
さらに、これまで取り組んできた、地球環境への貢献を意識したものづくりの推進に加え、自然と
の調和のみならず、人、地域、世界との調和などを広く環境配慮と捉え、ものづくり産業が、地域と
世界に調和しながら貢献していくことをこれからの課題として取り組んで参ります。
こうしたことから、第四期では、日本や世界のものづくりをリードし、地域と世界の発展に貢献し
ていくことを「ＴＡＭＡブランド」として宣言するとともに、第四期五ヵ年計画のビジョン「ＴＡＭ
Ａエコクラスターの形成」をめざします。

Ⅰ 第四期５ヵ年 ビジョン／ミッション／数値目標
【 ビジョン 】
環境配慮ものづくりを推進し、TAMAエコクラスターを形成する

【 ミッション 】
産学官金が結集してイノベーションを起こしTAMA地域の産業経済を活性化する。
具体的には、TAMAブランドの確立（TAMAブランド宣言の実現）のため、
グローカル連携によって、GNT企業を連続的に創出する

【 数値目標】
①グローカル連携
（１）ローカル（国内）連携

：２００件

（２）グローバル（海外）連携

：１００件

②ＴＡＭＡブランド企業：１００社
③新規ＧＮＴ企業：１０社
【ＧＮＴ企業の定義】
グローバルニッチトップ：グローバルニッチ市場において、トップシェアの技術・
製品を保有する企業

ＴＡＭＡブランド企業顕彰事業

産学官金サミットに よる
ＴＡＭＡブランド宣言の啓発啓蒙
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Ⅱ ＴＡＭＡブランド宣言
グローバル化の加速、新興国の台頭、世界規模の経済危機、自然災害の多発、産業活動を背景
とした地球環境破壊の進展など、世界の産業は、かつてないほど激動し、混沌としています。我
が国の産業経済も、国内市場の縮小や為替相場の急展開、エネルギー問題等が加わり、さらに厳
しい状況にあり、世界の中での日本の産業競争力は衰退の危機に直面しています。
また、人類の存続さえも危ぶまれる、産業活動などを背景とした地球環境破壊の問題も、世界
の足並みが揃わず、なかなか解決の道筋が見えてきません。
しかし、我が国の基幹産業であるものづくりにとって、直面する多様な問題は、世界に先駆け
てイノベーションを産み出す先進的な課題でもあり、世界的競争力をもつ新産業創出の原動力で
もあります。
また、グローバル化の進展に伴い、産業活動における地域と世界との距離が大幅に短くなって
いる現在は、世界に直接繋がって、世界の中の、自社にとっての最適市場で活躍できるチャンス
でもあります。
このような中で、ＴＡＭＡのポテンシャルは、グローバル市場で活躍し世界の産業経済に影響
力を持つ企業を産み出すことを通じて、新しい価値を創造し、活力ある地域づくりや我が国の産
業競争力強化に貢献することが期待されています。
このため、ＴＡＭＡ協会は、日本や世界のものづくりをリードする取組みをＴＡＭＡブランド
として宣言し、会員の主体的な活動を促進するとともに、地域と世界の発展に貢献することをめ
ざします。

ＴＡＭＡブランド宣言
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Ⅲ ＴＡＭＡ第四期５ヵ年計画 アクションプラン

ＴＡＭＡブランド企業
顕彰事業

ＴＡＭＡブランドの確立（ＴＡＭＡ ブ
グローカル連携によって

産学連携・研究開発支援

新技術・
市場のニーズ・

① 産学・企業間連携支援
② 研究開発支援
・地域イノベーション戦略推進事業
・製品技術連携スクエア事業

産

・ものづくり連携支援（医療機器関連分野）
・競争的資金の獲得支援
・研究開発人材育成支援

学

人材育成・人
ネットワークの増強
① ネットワークの強化・拡大・統合
・ＴＡＭＡ産学官金サミットの開催
・中核機関ネットワーク会議の実施
（首都圏西部地域産業活性化連絡会議）
（首都圏西部イノベーション推進協議会）
・会員増強
・広域（ＴＡＭＡ地域外）連携
・海外支援機関・研究機関との連携
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① 人材育成支援
② 人材確保・定着支援

・グローバル経営人材育成

・企業の魅力発見・発信プ

・インターンシップコーデ
・就職説明会

Ａ ブランド宣言の実現）のため、
ＧＮＴ企業を連続的に創出

ＴＡＭＡ産学官金
サミット

販路開拓・海外展開支援

・新製品
ズ・開発ニーズ

① 販路開拓支援（ローカル連携推進）
② 海外展開支援（グローバル連携推進）
・ビジネスフェアfromTAMA
・現地事務所の設置

金

・ＡＳＥＡＮ・東アジア・欧米
展開支援
・海外ビジネス研究会
・商談会・展示会出展支援

官

人材確保支援

援

育成講座

信プログラム

ーディネート

組織体制・財政基盤強化
① 組織体制の強化
② 財政基盤の強化
・理事主導による事業運営
・３事業部制による事業運営
・受益者負担事業の拡充
・広域連携委託事業の受託
・管理法人業務の実施
・会費制度
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TAMAブランド化推進事業
第四期５ヵ年計画において、広域多摩地域をはじめとする首都圏の中小企業の活性化と地域経済の
発展を促進することを目的として、他の企業の模範となる優れた取組みを行う中小企業を表彰（ブラ
ンド企業顕彰事業）、地域内外に周知・発信（産学官金サミット）することにより、ＧＮＴ（グロー
バルニッチトップ企業）を連続的に創出するＴＡＭＡブランド化推進事業を実施しました。

Ⅰ ＴＡＭＡブランド化推進事業 運営委員会の実施
事業の運営方針と産学官金サミットにおける具体的なプログラムの企画・検討を行う「ＴＡＭＡブランド化
推進事業 運営委員会」を開催しました。
第１回 平成２８年 7月２７日
第２回 平成２８年 ８月２６日
第３回 平成２８年１１月２５日

第4回 平成２９年 １月２５日
第5回 平成２９年 ２月２２日

Ⅱ 第９回ＴＡＭＡ産学官金サミット
開催日時：平成２８年７月２７日（水）
１5：００～１９：４０
開催会場：国立大学法人 東京農工大学
小金井キャンパス
参加者数：１７５人

主 催：（一社）首都圏産業活性化協会、
国立大学法人 東京農工大学
共 催：西武信用金庫
後 援：経済産業省関東経済産業局、東京都、埼玉県、
神奈川県、日刊工業新聞社、日本経済新聞社多摩支局

１５：２０～ ＴＡＭＡブランド事業説明
第４回ＴＡＭＡブランド企業認定・大賞表彰事業、公募説明
１５：３５～ ＴＡＭＡブランド企業の「サクセスストーリー」
【海外でのジョイントベンチャー】株式会社狭山金型製作所
【代理店５７社による海外展開】株式会社寿屋
【女性内職者が担うトップシェア】株式会社イノウエ
【地域連携の川越ｓｔｙｌｅ倶楽部】株式会社ひびき
【環境に配慮した排熱の利用法】東新プラスチック株式会社
16：15～ パネルディスカッション
「製品・技術開発を成功へ導く大学・企業の歩み寄りとは！」
ファシリテーター
電気通信大学研究推進機構産学官連携センター長 中嶋 信生様
パネリスト
株式会社エリオニクス
代表取締役社長 岡林 徹行 様
株式会社ソーケンメディカル 代表取締役
石渡 弘美 様
トックベアリング株式会社
代表取締役社長 吉川 桂介 様
東京農工大学 先端産学連携研究推進センター 特別招へい教授 仙波 秀志 様

大会宣言
－ ＧＮＴ企業が活躍するＴＡＭＡエコクラスターを目指して－
ＴＡＭＡブランド認定企業が、「Ｇｒｅａｔｅｒ Ｔｏｋｙｏ ＴＡＭＡ」において、ロールモデルを発信する動きが
加速してきた。
今後、世界のものづくりをリードするＴＡＭＡエコクラスターの形成に向けて、更なる歩みを進めるためには、
産学官金それぞれの立場で、スタート時点での十分なディスカッションにより、一歩深く踏み込んだ連携を
図るとともに、粘り強くコミュニケーションを重ね、産学連携の成功に導く。相互理解と信頼関係を構築し、
切磋琢磨しながら、世界に通用する製品・技術の開発を強く推し進めることを宣言する。
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Ⅲ TAMAブランド企業顕彰事業
１．ＴＡＭＡブランド企業の認定
先端産業でのイノベーションや、国内外での連携、環境
に配慮したものづくり、グローバルニッチ分野での販売等
を実現している企業を募集し、その中から他の模範となる
取り組みを進める企業を「ＴＡＭＡブランド企業」として
認定しました。
今年度は２９社を認定し、グローバルに発信することを
想定して、英語表記の認定証を授与しました。

TAMAブランドマーク

ＴＡＭＡブランド企業認定証（例）

＜主要審査内容＞
・企業の発展ステージ４段階（創成期、成長期、発展期、今の姿）における、次の５つの視点の取組み
「産学連携・研究開発」「販路開拓・海外展開」「人材育成・人材確保」「環境配慮ものづくり」「連携」
【その他の申請書類記載内容】
・企業概要、事業内容、経営理念、将来目標、成長戦略
・３期分業績、顕彰事業の受賞歴、市場占有率が高い自社製品・技術
・事業所の特徴、独自の取組み、経営者プロフィール

２．ＴＡＭＡブランド大賞の選考
ＴＡＭＡブランド認定企業の中から、特に優れた取り組みを進める企業を「ＴＡＭＡブランド大賞」
として表彰しました。ＴＡＭＡブランド大賞は、ロールモデルとして地域内外に発信する企業とし、評
価された取組みが分かる大賞名としています。
特別賞の経済産業省関東経済産業局長賞、東京都産業労働局長賞、日刊工業新聞社賞については各機
関の評価基準によって選定されました。
表彰式は平成２９年新春賀詞交歓会内で行われ、西武信用金庫様のご協力により、大賞（５社）には
副賞として２０万円が贈られました。
表彰
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
ブ
ラ
ン
ド
大
賞
特
別
賞

表彰企業

産学連携・研究開発

多摩冶金株式会社

販路開拓・海外展開

ピエゾパーツ株式会社

人材確保・人材育成

株式会社金子製作所

連携

興研株式会社

環境ものづくり

株式会社ワイピーシステム

関東経済産業局長賞

株式会社ローザ特殊化粧料

東京都産業労働局長賞
日刊工業新聞社賞

株式会社八洋

平成２８年度TAMAブランド認定企業様

株式会社米山製作所

平成２９年度の取り組み
日本や世界のものづくりをリードする先進的取組みのロールモデルを展開する「ＴＡＭＡブランド宣言」の
普及を引続き努めて参ります。平成２９年度は、ＴＡＭＡブランド認定企業１００社からＴＡＭＡ版ＧＮＴ
企業の創出を行い、ブランド企業への支援強化を目指します。
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◆ＴＡＭＡブランド企業 平成２８年度 認定企業◆
№

エリア

企業名

1

神奈川 アザエンジニアリング(株)

精密機械設計・遊園地＆テーマパークの技術コンサル・デザイン業務全般

2

東京

3

埼玉

4

東京

アリオス(株)

真空機器、理化学機器、研究開発用機器の設計・製造・販売

5

東京

(株)上島製作所

高分子材料物理試験機、超低温応用装置等の開発・設計・製造・販売

6

埼玉

(株)金子製作所

金属及びセラミックの精密切削加工及び組立

7

埼玉

8

東京

(株)クライン

精密金属切削加工

9

東京

(株)クレアンスメアード

集客支援システム開発、サービス提供など

10

東京

(株)ケネック

水理計測機器の開発・製造・販売

11
12
13

(株)アスペクト

分野

(株)アダムジャパン
※選考委員会推薦

(有)久保井塗装工業所
※選考委員会推薦

神奈川 (株)検査技術研究所
東京

興研(株)

神奈川 (株)コバヤシ精密工業

粉末床溶融結合装置（ハイエンド3Dプリンター）の開発・販売・保守等
ビリヤード用品の企画、開発、製造、販売、輸出入およびビリヤード場経営

工業塗装全般（プラスチック・金属）、自動車内外装プラスチック部品塗装

非破壊検査用検査機器の製造販売
防じん・防毒マスクなどの労働安全衛生保護具及び環境関連機器・設備の
製造販売
精密部品加工業（航空、ロボット、半導体）、自社商品の製造・販売

14

東京

(株)サーテック

計測機器、小型交流ギヤードモータ製造・販売、切削加工用潤滑液の
クリーニング

15

東京

(株)シムコス

ソフトウェアコンサル・開発及びデータ開発企業

16

東京

杉並電機(株)

精密プレス加工

17

静岡

(株)ダイワ・エム・ティ

自動車等の開発業務

18

東京

多摩冶金(株)

機械加工金属部品、航空・宇宙・防衛に関わる金属部品の受託熱処理加工

19

東京

(株)デイテク

金属・樹脂全般における試作品の製作、量産・小ロット金型の設計、製作等

20

東京

(株)テクノランドコーポレーション 素粒子、原子核、加速器実験向け計測器の製造・販売など

21

東京

(株)トライヤーン

機械刃物等製造・販売

22

東京

(株)八洋

通信、及び電力向け社会インフラ機器用部品の精密機械加工・製造業

23

埼玉

(株)バンガードシステムズ

モータ制御機器、電動工具、半導体製造装置などの製造・販売・サービス

24

東京

ピエゾパーツ(株)

膜厚モニター水晶の製造販売及び蒸着関連製品の販売

25

東京

(株)マイソフト

システム開発（ハードウェア、ソフトウェア）、教育サービス（研修講師）

26

東京

(株)村井

靴用各種部品及び副資材の製造販売、一般消費者向け靴関連製品の製造
販売

27

東京

(株)米山製作所

ウォータージェット受託加工

28

東京

(株)ローザ特殊化粧料

化粧品及び医薬部外品の製造・販売

29

埼玉

(株)ワイピーシステム

金属表面処理、受託研究開発、防災製品製造・販売

※企業名は五十音
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◆ＴＡＭＡブランド企業◆

（平成２８年度認定企業と合わせ１００社）

No

エリア

企業名

No

エリア

1

東京

アイティーオー(株)

37

東京

2

神奈川

アイフォーコム(株)

38

神奈川

3

東京

(株)井口一世

39

東京

壷坂電機(株)

4

東京

(株)イチカワ

40

東京

(株)テクノメイト

5

神奈川

(株)イノウエ

41

埼玉

(株)テラダイ

6

埼玉

(株)industria

42

東京

東新プラスチック(株)

7

神奈川

永進テクノ(株)

43

東京

東成エレクトロビーム(株)

8

東京

エーアンドエー(株)

44

東京

(株)東洋ボデー

9

東京

ＳＩシナジーテクノロジー(株)

45

東京

トックベアリング(株)

10

東京

(株)エリオニクス

46

東京

ニシハラ理工(株)

11

東京

(株)鬼塚硝子

47

東京

ワイエイシイガーター(株)

12

東京

金鈴精工(株)

48

神奈川

13

埼玉

カネパッケージ(株)

49

東京

(株)バイオネット研究所

14

東京

川崎鉄工(株)

50

東京

(株)ハイメックス

15

東京

(株)環境経営総合研究所

51

東京

(株)ハムロンテック

16

東京

北川電機(株)

52

埼玉

(株)ビー・アンド・プラス

17

東京

京西テクノス(株)

53

埼玉

(株)ひびき

18

埼玉

(株)協同商事

54

東京

武州工業(株)

19

神奈川

(株)共立

55

東京

フューテックス(株)

20

東京

グリッドマーク(株)

56

東京

(株)ふらここ

21

東京

ケミテック(株)

57

東京

(株)プリード

22

東京

(株)コスモ計器

58

東京

(有)ベスト青梅

23

東京

(株)コスモテック

59

神奈川

(株)ベネクス

24

東京

(株)壽屋

60

東京

(株)星製作所

25

東京

(株)栄鋳造所

61

東京

ホットマン(株)

26

埼玉

(株)狭山金型製作所

62

東京

(株)ホリコー

27

東京

三鎮工業(株)

63

東京

(株)丸和製作所

28

東京

三和電気計器(株)

64

神奈川

29

東京

(株)システムプロダクツ

65

東京

(株)ミラック光学

30

東京

昭和測器(株)

66

東京

(株)メトロール

31

東京

新協電子(株)

67

東京

山下電装(株)

32

東京

スタック電子(株)

68

埼玉

(株)ユース

33

東京

(株)セキコーポレーション

69

東京

ユニパルス(株)

34

東京

綜研化学(株)

70

神奈川

35

東京

(株)相馬光学

71

埼玉

36

東京

(株)ソーケンメディカル
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企業名
第一合成(株)
(株)第五電子工業

日本サーモニクス(株)

(株)ミズキ

(株)リガルジョイント
リングアンドリンク(株)

中核企業創出支援事業
Ⅰ 成長戦略「３つの見える化」と中核企業候補支援のあり方
経済産業省は、平成２７年度より、飛躍を目指す中堅・中小企業・小規模事業者に対応するニーズ
に応じたきめの細かい経営体制を強化するため、中核的な施策として「成長戦略『３つの見える化』
事業を開始しました。このプロジェクトは、「成功の秘訣の見える化」「ビジネスチャンスの見える
化」「支援体制の見える化」を推進しています。
このプロジェクト推進の中核的な施策であった「新分野進出支援事業」から発展し、平成２８年度
は、地域を牽引する企業（＝地域中核企業）を数多く創出し、地域中核企業候補の成長のための体制
整備や、地域中核企業の更なる成長を実現するための事業化戦略の立案/販路開拓等の取組を支援す
る「地域中核企業創出支援事業」を開始しました。

１．３つの見える化に対応するＴＡＭＡ協会の活動

①成功の秘訣の見える化

・ブランド企業顕彰事業
・製品技術データベース構築

②ビジネスチャンスの
見える化

・製品技術連携スクエア事業
・海外展開支援
・地域イノベ重点プロジェクト事業
・地域中核企業創出支援事業

③支援体制の見える化

・地域中核企業創出支援事業
・ＴＡＭＡ地域内外地域との連携事業（委託事業）
・全国の企業製品技術の調査と発信
・海外機関とのネットワーク構築

Ⅱ 中核企業創出支援事業「世界最先端の試作・量産加工センター」サービスの展開
１．プロジェクト概要
本プロジェクトは、プロジェクトリーダー企業である(株)井口一世を中核に、広域多摩地域及び近隣他
県の基盤技術型中小企業によるサプライチェーンを拡充するとともに、国内外における新規販路開拓を行
い、これらユーザーからの試作及び量産にワンストップで対応する「世界最先端の試作・量産加工セン
ター」サービスを展開することで、プロジェクトリーダー企業の事業拡大及びサプライチェーンに参画す
る地域企業全体の受注拡大を目指すものです。

２．プロジェクト体制

プロジェクトのマネージメント
及び海外を含む活動サポート

㈱井口一世

技術・VAを提供できる
ワンストップサービス
注文は㈱井口一世で
すべて受注
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３．プロジェクト平成28年度の目標と実績
（１）国内売上目標と実績
最先端分野の顧客設計部門をターゲットに「エンジニアリング・ソリューション」を説明する場の
開拓のために、４月の名古屋機械要素技術展での経験を生かし１０月の国際航空宇宙展への出展を行
いました。4日間で３６社４０名のお客様にご来場いただきました。
出展企業のトップを切って行った「出展者セミナー」では、ほぼ満席となる４０名の聴衆が集まり
広報活動としては成功裏に終わりました。
具体的商談に繋がったのはJETRO主催のBtoBマッチングで出会った航空機関連の企業で、既に
NDA（秘密保持契約）の締結を完了し、３月にシンガポールにて具体的商談が開始され見積もり依
頼を受けました。この他にも良好な関係が築けた会社が一社できました。
最も成果の上がったミーティングは井口社長による一対一の技術コンサルで、３社と実施し何れも
今後の引き合いに繋がっています。本展示会で得た経験は、来期以降の本プロジェクト運営の戦略立
案上多くの気づきがあり、この経験を平成２９年度以降の事業へ生かしていきます。

（左）
出展者セミナー
（右）
技術コンサル

（２）海外売上目標と実績
平成2７年度シンガポールにおけるパイロット事業の成果として、Ａ*ＳＴＡＲ（シンガポール科学
技術庁）研究グループの一つであるSim Techより試作金型の見積り依頼があり、昨年６月に無償で
加工精度検証用のサンプルを提出するも、その後先方から見直しとなり、新規試作図にて受注の見込
みとなりました。在シンガポールドイツ商工会議所や同パイロット事業用に作成したWebの効果によ
り、ドイツより半導体検査装置用部品の試作受注につながりました。来期量産品の受注につなげるべ
く、継続商談中です。
またシンガポールを中心にASEAN地区の活動を強化・活発化する為、セールスレップ1名を採用
し活動を開始。シンガポール企業3社とのNDA（秘密保持契約）の締結、引合い案件の商談に貢献し
ています。
またサンノゼエリアを含めた海外地域にIoTを志向している大企業や、開発設計部門の更なるスピ
ードアップ、独創的なものづくりに積極的に取り組んでいる企業を主たるターゲットとしてソリュー
ションを説明できる場の開拓を行うべく、海外ビジネスの経験豊富な現地に精通した商社・代理店を
活用する為のパートナーと業務提携を行い、実質的な活動を平成28年11月より開始しています。

（左）
Simtech研究施設視察
（右）
Mdesign社との打ち合わせ

平成２９年度の取り組み
事業規模の拡大に伴ってサプライチェーン側の外注管理の質・量の補強を図ると共に、エンジニアリングソリューション
マーケットの質・量の拡大を図る必要があります。また、海外ビジネスの活動を拡大できる体制の確立も急務であり、対
応を進めていきます。
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産学連携・研究開発促進事業
Ⅰ 地域イノベーション戦略推進事業
文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省は、平成２３年度から、地域イノベーションの創
出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域に対し、関係省庁の施策を有機的に組み合わせて総合
的・集中的に支援するため「地域イノベーション戦略推進地域」として共同で選定しました。
この取り組みは、「産学官金の参画機関が連携して、地域の強みや特性を活かした取り組みを通じ
て、持続的・発展的にイノベーションを創出する仕組みの構築を図ることで、地域イノベーションシ
ステムの構築や活力ある地域づくり、ひいては我が国の科学技術の高度化・多様化や我が国の産業競
争力強化につなげる」ことを目指しています。

１．制度の概要
（１）地域イノベーション戦略推進地域の選定（文部科学省・経済産業省・農林水産省・総務省）
首都圏西部地域においては、産学官金連携拠点形成事業の中核機関である首都大学東京・電気通信
大学・東京農工大学・埼玉大学・青山学院大学・芝浦工業大学・東洋大学・東京都・埼玉県・さいた
ま市・相模原市・西武信用金庫・東京都立産業技術研究センター・TAMA協会の１４機関で、首都圏
西部イノベーション推進協議会を組成して、首都圏西部地域イノベーション戦略を策定しました。
この戦略を実現するため、本地域は「首都圏西部ＳＱＯＬ（Smart Quality Of Life）技術開発地
域」として地域イノベーション戦略推進地域／研究機能・産業集積高度化地域に選定されました。
本地域では高齢化社会を踏まえた「ＳＱＯＬ技術」を戦略技術分野とし、「各種ＳＱＯＬ技術の創
出とそれらを有機的にネットワーク化したサービスグリッド化」を図り、「首都圏特有の都市課題を
解決し、持続的に発展可能な活力ある地域づくり」に貢献することを目標に取り組んでいきます。

【首都圏西部地域 イノベーション創出のテーマと目的】

福祉
福祉
関連
関連
課題

福祉
環境
関連
関連

この課題に自治体が財政出動し、充実した
施設・安全な施設を作ることは困難

・介護施設の不足、在宅介護の増加
・福祉、医療費の増加
・高齢者の事故死の増加

課題

東京都は環境確保条例によりＣＯ２削減に
積極的。神奈川県、埼玉県も追随

・エネルギー消費によるＣＯ２の
排出増加
・ヒートアイランド現象が顕著

ライフイノベーション

グリーンイノベーション

自治体や施設に頼らず、この地域
課題に対応できる方法は！？

ＣＯ２削減に繋がる、
新しい方法は！？

グリーンイノベーション、ライフイノベーションの促進
個別の状況、多様な個別ニーズにも適合した暮らしの質を向上させる技術（642/）の創出

首都圏西部地域の都市課題解決と持続的発展可能な活力ある地域づくりに貢献
ＳＱＯＬ技術の創出・普及・拡大を推進
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（２）地域イノベーション戦略支援プログラム（文部科学省）
地域イノベーション戦略支援プログラムは、地域イノベーション戦略推進地域（前項（１）参照）
に選定された地域のうち、文部科学省による支援が地域イノベーション戦略の実現へ大きく貢献する
と認められる地域に対して行われる、知的財産の形成、人材育成等（ソフト・ヒューマン）を重視し
た事業です。
「首都圏西部ＳＱＯＬ（Smart Quality Of Life）技術開発地域」においても、地域選定と同時に
支援プログラムに採択されています。

２．各機関の取り組み
首都圏西部地域の産学官金の中核機関が協働して「産学官金の知の統合」を行い、グリーンイノ
ベーション、ライフイノベーションを促進することで、個々の状況、多様な個別ニーズにも適合して
暮らしの質（ＱＯＬ：Quality of Life）を向上させる技術（ＳＱＯＬ：Smart QOL）を次々に生み
出すことをめざします。

世界へ発信
世界の産業に貢献

都市課題対応・地域経済活性化

【重点プロジェクト】
（必要条件）
複数大学・複数企業・複数地域が
連携して取り組むプロジェクト

綿貫WG
（埼玉大学）
快適環境
安全・安心

◆重点プロジェクトから、個別技術課題が
明確化され、SQOL技術が生まれる
◆SQOL技術の創造から、重点プロジェクト
を補完し、重点プロジェクトを実現する

【ミッション】
秋澤WG
鎌倉ＷＧ
重点
研究シーズの連携
（東京農工大学）
（電気通信大学）
プロジェクト 省エネ省資源
快適環境
産学マッチング
研究開発プロジェクト化
（案件の統合・体系化）
事業化プロモート
国際技術動向調査
久保田WG
（首都大学東京）
安全・安心

SQOL技術の
連続的な創出

SQOL

SQOL
SQOL
SQOL
SQOL

SQOL

SQOL

相乗効果
相互に補完

SQOL

【知のネットワーク構築】
産学官金連携を促進し、重点プロジェクト、SQOL技術の創出を推進
総合調整機関
＜ＴＡＭＡ協会＞

研究シーズ・研究テーマ発信・提供
SQOL（グリーンイノベーション、ライフイノベーション）
技術となる研究シーズ・研究テーマを発信。加えて、
技術開発課題の解決を支援
＜首都大＞＜電通大＞＜農工大＞＜埼玉大＞
＜青学大＞＜芝浦工大＞＜東洋大＞＜都立産技研＞

ニーズ・課題の発信事業化・産業化
産業が求める技術ニーズの発掘地域の課題の
発信、事業化・産業化（支援）
＜企業・産業＞＜西武信金＞
＜自治体＞＜都立産技研＞

平成２９年度の取り組み
ＴＡＭＡ協会は、首都圏西部イノベーション推進協議会１４産学官金の総合調整機関として、地域の課題・重点施策に対応
したライフ・イノベーション、グリーン・イノベーションに関するＳＱＯＬ案件を創出し、事業化を促進していくと共に、
地域の特性を活かして将来的に海外市場を獲得できるようなイノベーション創出を目指します。
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３．地域イノベ・重点プロジェクトＷＧ（ワーキンググループ）の組成・実施
平成２３年度より複数の企業・大学・地域が統一テーマで連携して取り組めるような研究開発
プロジェクト（重点プロジェクト）の創出を目指し、そのシナリオ作りを進めるWGを立ち上げ
ました。WGでは、地域課題の解決につながるよう、ライフイノベーション、グリーンイノベー
ション分野を軸に、大学間、企業間、地域間の連携によってＳＱＯＬ技術案件を創出していくた
めの協力体制の構築を進めています。
平成２４年度は、大学研究者、地域連携コーディネータ等を中心に、テーマ、方向性、サブテ
ーマ、技術課題等についての議論を行い、各WGごとのシナリオの作成を進めました。
平成２５年度は、作成したシナリオの実現に向け地域企業の参画を募り、産学による技術開発
及び事業化に向けた案件検討を開始しました。
平成２６年度及び２７年度は、さらに案件創出を推進し、競争的資金を獲得することで具体的
な技術開発、製品開発に取組み具体的な成果を上げました。
平成２８年度及び29年度は、継続して技術開発、製品開発を行い事業化を具体的に進め、地
域の課題解決につなげて参ります。
世界へ発信
都市課題対応
世界の産業に貢献
【目的】
地域経済活性化
SQOL技術開発
新事業創出

【テーマ】

【アクション】

研究開発

事業化産業化

産学官金連携
グローバルイノベーション
グリーンイノベーション

重点プロジェクト・WGの目的、テーマ、アクション

WG一覧（H29.3.末）
座長
東京農工大学
秋澤 淳 教授

ライフイノベーション

テーマ
首都圏西部地域で省エネを実現する
総合的な技術体系とシステムの確立

分野

連携大学
自治体

連携企業数

省エネ
・省資源

芝浦工業大学
相模原市

大手：１社
中小：９社

大手：５社
中小：４２社

埼玉大学
綿貫 啓一 教授

首都圏西部地域の高齢化社会に対応
した高度医療・福祉機器の開発

快適環境

東京農工大学
芝浦工業大学
東洋大学
埼玉県
さいたま市

電気通信大学
鎌倉 友男 教授

次世代超音波応用（診断・治療）
システムの開発

快適環境

東洋大学
サレジオ高専
都立産技研

大手：４社
中小：９社

首都大学東京
久保田 直行 教授

地域コミュニティの質と安心を高める
ＳＱＯL技術の体系化とシステム構築

安全
・安心

東京農工大学
電気通信大学

中小：１３社

平成２９年度の取り組み
引き続きテーマに沿う大手企業・中小企業の参画を募り企業や大学、自治体、支援機関が連携して、地域課題
解決を目的としたSQOL技術案件の創出、事業化、商品化を目指します。
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４．医療イノベーションフォーラム
ＴＡＭＡ協会は、平成２０年度に「医療機器デバイス研究会」（平成２４年度に「医療イノベーショ
ンフォーラム」へ改称）を設立し継続して活動を行っています。
これまで、本フォーラム活動は産学連携、産々連携による多くの案件創出に効果を果たしています。

（１）平成２８年度の具体的な取組み方針
①医療系全般の知識吸収・情報収集を目的としての医学専門家、学識者による講演会の開催
②大学病院・地域中核医療機関との交流会を核としたマッチングの促進
③分科会方式での医療デバイスのシーズ、ニーズ調査による新規な研究開発テーマの案件化

（２）医療イノベーションフォーラム（研究会）内容
①各回の基調講演内容
開催日

６月 １日

７月２６日

9月２７日

１１月３０日

３月２４日

講

師

講演テーマ

ケイアンドケイジャパン株式会社
代表取締役 久保田 博南氏

参入成功例に見る共通項とは

株式会社フジタ医科器械
代表取締役 前多 宏信氏

製販ドリブンモデルを用いた医療機器の開発と
出口戦略

産業技術総合研究所 健康工学研究部門
副研究部門長 鎮西 清行氏

医療機器開発支援ネットワーク入門・
その活用方法と産総研のサービスの紹介

ティー・エム・アソシエイツ株式会社
代表取締役 柴崎 哲也氏

医療機器開発政策と医工連携の実際

内閣官房）日本再生総合事務局
企画官 桑原 智隆氏

新成長戦略と第4次産業革命

電気通信大学
准教授 小泉

医デジ化にもとづく医療診断・治療ロボットの
開発～医療・バイオは新しいデジタルだ～

大学院情報理工学研究科
憲裕氏

電気通信大学 大学院情報理工学研究科
助教 孫 光鎬氏

非接触バイタルサイン計測技術による
革新的な医用機器の実用化研究・開発

東京農工大
講師 大森

ヒトと同じ疾患を自然発症する伴侶動物を用いた
トランスレーショナルリサーチ

農学研究院 動物生命科学部門
啓太郎氏

東京農工大 工学研究院
准教授 川野 竜司氏

生命機能科学部門

東京農工大 農学研究院
研究教育センター 教授

国際家畜感染症防疫
水谷 哲也氏

東京農工大
教授 田中

農学研究院 動物生命科学部門
あかね氏

株式会社ナノ・グレインズ
本部長 鈴木 啓太氏

医療事業本部

BioMEMS技術を」利用した人工細胞膜形成と
そのバイオ応用7
原因不明を残さない！

感染症の網羅的診断法

シーズとニーズのミスマッチ～なぜ医工連携の
成功は難しいのか～
「医工連携２．０」中小企業の連携による
医療機器ビジネス確立に向けて

②大学研究評価設備、企業トピックスなどの紹介
・東京新薬株式会社：医療機器、医薬品、診断薬等の医療領域で気をつけること～それで大丈夫ですか？～
・東京農工大学の研究評価設備と学外者利用システムのご紹介
（３）分科会活動
今年度はケイアンドケイジャパン株式会社 代表取締役 久保田博南氏を講師として、「久保田社
長の半生」から自社（自ら）の事業環境（市場開発）を見直し、明日からの動きに移すことを目指し
て、限定メンバーで「参加型実戦セミナー」を３回開催しました。

平成２９年度の取り組み
１）医療系全般の知識吸収・情報収集などを目的としての医学専門家・学識者らによる講演会の継続的開催
２）大学病院・地域中核医療機関との交流会を核としたビジネスマッチングの促進
３）分科会方式での医療デバイスのシーズ探索、ニーズ調査による新規な研究開発テーマの抽出と案件化 （案件の公的
助成金事業への提案） 及び参加型実戦セミナーの継続
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５．地域イノベ・技術連携交流会
（１）活動目的と活動スキーム
大手企業・大学・中小企業間で事業拡大・新事業・新技術・新製品などの創出につながる連携の実現
を目的として、以下の3交流会を開催しました。
技術連携交流会は大手企業・大学・中小企業を結び付ける交流会です。大手企業・大学が中小企業の
コア技術をまとめた「製品・技術ＰＲレポート」（本年は新たに95社分をワザ自慢Vol.10 として発刊。
これまでの総数約1500社）を見て関心のある中小企業を指名・面談するほか、大手・中小企業が大学
研究者の技術をまとめた「大学技術工房」（本年はVol.６。これまでの総研究者数４４5名）を見て大学
研究者を指名し面談します。
ソリューション提案交流会は、大手企業、大学、中小企業が抱えている課題を事前に提示し、その課
題を解決できる中小企業や大学と面談する場を設定します。また、よりタイムリーに企業ニーズにこた
えるリアルタイム交流会を年間を通じて実施しています。

第１１回
ａ．技術連携交流会

第４回
ｂ．ソリューション提案交流会

大手・大学複数社Ｘ中小複数社
・大手・大学が中小を指名
・２５分の面談

大手・大学複数社Ｘ中小複数社
・課題を解決出来る中小と面談
・２５分の面談

ｃ．リアルタイム交流会
大手・大学１社Ｘ中小１社
・大手・大学のニーズに合った
企業と随時面談

（２）開催概要
ａ．技術連携交流会・ソリューション提案交流会
今年度は大手企業や大学が指名した複数の中小企業、大手企業が指名した複数の研究者と面談でき、
互いに連携がスタートできる技術連携交流会、事前に大手企業から収集したニーズを解決できる中小
企業や大学研究者を探索して面談の場を提供するソリューション提案交流会を同時に開催しました。
・開催日：平成２８年１０月７日（金）
・開催会場：中野サンプラザ１３階コスモルーム他
・参加者数：３３７名
・面談規模：大手企業：２５社、大学研究者：１７名、中小企業：１６９社
・面談数：大手企業／企業：８８面談、大学研究者／企業：８面談
中小企業間：３９面談

b ．リアルタイム交流会
大手企業が探している技術をキャッチし、マッチする中小企業をリアルタイムに紹介するため、連
携角度が高い交流会です。
大手企業の緊急ニーズに対して３００社を紹介しました。

平成２９年度の取り組み
尖ったワザのある中小企業の発掘と大学の研究内容紹介を拡充し、技術連携交流会とリアルタイム交流会の
2本柱で実施します。さらに中小企業間の広域連携活動も積極的に実施していきます。
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６．地域イノベ・シンポジウム
『首都圏西部スマートQOL技術開発地域』

首都圏西部地域の産学官金の１４機関が「首都圏西部地域
イノベーション推進協議会」を組成し、暮らしの質（ＱＯＬ：
Quality of Life）を向上させる技術（ＳＱＯＬ：Smart
Quality of Life）の創出を、大学、中小企業、大手企業が
連携し目指す活動を進めています。

「産学官金連携によるスマートＱＯＬ技術の
創出と地域課題解決」

本活動の一環として、「地域イノベーション戦略推進プログ
ラム」（文科省）の支援を受けて地域の大学等研究機関と連携
し、知的財産の形成、人材の育成を行っています。
本事業のこれまでの成果を発表し、更なる推進、産学連携の
促進を図ることを目的とし、本シンポジウムを開催しました。
開催日時：平成２９年３月８日（水）
１４：３０～１８：００
開催会場：立川グランドホテル４階「カルロ」
参加者数：９０人

主

催： 一般社団法人首都圏産業活性化協会

プログラム
■ 開会挨拶
首都圏西部イノベ―ション推進協議会委員長挨拶
一般社団法人首都圏産業活性化協会 会長 吉田 善一
■ 講演
『イノベーション創出による地域活性化について』
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 専門職 濱 健志朗様
国立研究開発法人科学技術振興機構 イノベーション拠点推進部 部長 野口 義博様
■ パネルディスカッション
『中小企業における産学連携を考える』
～中小企業における技術開発を促す産学連携の課題と対策～
（パネリスト）
東京農工大学先端産学連携研究推進センター 特任教授・
統括リサーチ・アドミニストレーター 和気 仁志様
産業技術総合研究所 イノベーション推進本部
イノベーションコーディネータ
佐脇 政孝様
科学技術振興機構 マッチングプランナー 佐藤 利雄様
株式会社エリオニクス 代表取締役社長
岡林 徹行様
（ファシリテータ）
首都圏産業活性化協会
吉田 善一
■ ポスターセッション
◆大学等 『産学連携への取り組み』
首都大学東京、電気通信大学、埼玉大学、青山学院大学、芝浦工業大学、東洋大学
科学技術振興機構、産業技術総合研究所、都立産業技術研究センター
◆重点プロジェクト 『産学連携への取り組み』
鎌倉ＷＧ（電気通信大学）、綿貫ＷＧ（埼玉大学）
◆発表企業 『産学連携の実績』
(株)検査技術研究所、ヤマハファインテック(株)、三愛電子工業(株)
(株)アルファテクノ、(株)椿本チエイン、(株)ソーケンメディカル
(株)朝日ラバー、壷坂電機(株)、(株)バンガードシステムズ、
(株)常光、アイフォーコム(株)
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Ⅱ 研究開発支援事業／ＴＡＭＡ-ＴＬＯ㈱との連携事業
会員企業の研究開発、技術及び生産の革新を支援し企業が目的とした技術の開発もしくは製品を商
品化し、企業経営の安定化・成長を図り、それらの波及による地域振興を目的として、従前から様々
な研究開発支援事業を展開しています。
さらに、TAMA-TLO㈱と協力して、企業のニーズを的確にヒアリングし、各テーマに関連した技
術シーズを持つ大学研究者を選定し、産学連携での研究開発活動も推進しました。

１．各種公的助成金事業での支援
ＴＡＭＡ協会では、国及び自治体の公的助成金事業（競争的研究資金）を多くの会員企業に有効活
用していただくため、迅速な情報提供・周知→個別相談会→計画書／提案書作成支援→採択後の事業
遂行の支援を行いました。

（１）支援した助成事業
①東京都：海外展開技術支援事業、新製品・新技術開発助成事業、次世代創出プロジェクト２０２０助成事業
②東京都／東京都中小企業団体中央会：成長産業等設備投資助成事業、受注型中小製造業競争力強化支援事業
③独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）：課題可決型福祉用具実用化開発支援事業
④経済産業省：戦略的基盤技術高度化支援事業、課題解決型医工連携事業化推進事業、
革新的ものづくり産業創出促進事業「シーズ活用研究開発事業」、生産性向上設備投資促進税制、など
⑤全国中小企業団体中央会：中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金事業
⑥埼玉県：産学連携研究開発プロジェクト補助金、新技術・製品化開発費補助金事業
（２）採択された助成事業
①文部科学省／JST

マッチングプランナープログラム

②経済産業省／中小企業庁
・平成２７年度補正「中小企業・小規模事業者等ものづくり・商業・サービス革新補助金事業」
→ 応募／採択状況：応募数＝４８件、採択数＝２０件
・平成２８年度補正「中小企業・小規模事業者等ものづくり・商業・サービス革新補助金事業」
→ 応募／採択状況：応募数＝２３件、採択数＝１０件
③東京都
・平成２８年度次世代イノベーション創出プロジェクトクト２０２０助成事業
・第５回 成長産業等設備投資特別支援助成事業
・平成２８年度東京都地域中小企業応援ファンド助成事業
・新製品・新技術開発助成事業
④埼玉県関係

平成２８年度埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助金

⑤日本ロボット工業会

ロボット導入実証事業

認定経営革新等支援機関制度
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化
を図るため、平成２４年８月３０日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業に対して専門
性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、
法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関（認定経営革新等支援機関）として認定することにより、 中
小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
ＴＡＭＡ協会は、平成２５年２月に認定されています。

ＴＡＭＡ協会は、企業、大学、地域の公的支援機関、金融機関、産業支援の専門家等の会員ネットワークを活用
して、新技術や新製品の開発にチャレンジする、ものづくり企業を支援します。
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Ⅲ ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業（※）
（※）本事業は、全国中小企業団体中央会の補助事業で、本中央会と(独)中小企業基盤整備機構が連携して運営。

本事業は、複数の企業が連携・グループ化し各々の強みを活かし、新たな活動を呼び起こす事に
よって課題を克服することを目的としています。本年度は、平成２６年からの事業最終年度として、
グループ内コア企業の事業化計画策定を行いました。
日本の喫緊の課題であり、ＴＡＭＡ地域のものづくり産業の優位性を発揮できる「ヘルスケア・ウ
エルネス分野」に着目。臨床現場で利用する医療機器や健康・福祉分野などの製品事業化に向けた取
り組みに重点を置き、ニーズとシーズの調査、取組テーマの検討・選定、連携クラスターサロン参加
企業の交流を実施しました。
「ＴＡＭＡ版「ヘルスケア・ウェルネス＆テクノロジー連携クラスター」を目指したものづくり連携事業
＜目指している創出製品＞
①先端医療機器 ②夢の医療機器 ③改善医療機器 ④福祉・介護機器 ⑤セルフケア健康機器
＜提供する価値＞
ヘルスケア（予防診断）とウェルネス（健康維持）の産業活性化、ひいては健康で元気な人づくり
グループ形成

グループによる事業化計画策定

＝連携クラスターサロン＝
大手企業

臨
床 ニ
現 ー
場
支（ ズ
援病 提
機院 供
関）
・
研
究
機
関

支援

コーディネート

製販企業

先端医療機器
連携グループ

ニーズ提供
および販路

動機

サポイン

新連携

製販企業

夢の医療機器
連携グループ

ものづくり企業
（製品開発型企業）

医療機器改善
連携グループ

ものづくり企業
（基盤技術型企業）

福祉・介護機器
連携グループ

販路開拓助成金

I CT企業

ｾﾙﾌｹｱ健康機器
連携グループ

自主的な
グループ活動

他の競争的資金

１．コンソーシアム構成

単位：企業数・団体数

計

大手企業

製販企業
(中小企業)

製品開発型
中小企業

基盤技術型
中小企業

ＩＣＴ
中小企業

デザイン
中小企業

研究機関
大学

病院・現場
ニーズ

支援
機関

８８

７

１０

３２

１７

７

２

５

１

７

２．事業化計画策定
平成２７年度に形成した１２プロジェクトに対し、取組みテーマの深堀り、技術的課題や資金課題
の解決に向けた支援を実施。最終的に７プロジェクトの事業化計画策定を行いました。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

連携グループ
先端医療機器
夢の医療機器
福祉・介護機器
セルフケア・健康機器

プロジェクト数
３
１
１
２

コア企業 （ ）はプロジェクト数
（株）フジタ医科（２）、（株）常光（１）
第一医科（株）（１）
（株）フジタ医科（１）
（株）ソーケンメディカル（２）

３．連携クラスターサロンの開催
第8回

平成２８年６月１５日
参加者数：３３人（２６社）

講演 「ものづくり連携事業の継続と発展に向けて」
「知的財産権との付き合い方～開発から上市まで～」
企業紹介 ２社

第9回

平成２８年９月７日
参加者数：３８人（３４社）

講演 「医療機器開発の全体プロセス」
「医療機器開発におけるPMDAの業務と役割」
企業紹介 １社
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販路開拓・海外展開支援事業
自社のコア技術を活かし、マーケティング要素を取り入れた売れるものづくりを推進するために、
様々な取り組みを行っています。また、販路拡大に留まらず、技術連携や人材交流などの新しい連携
への発展を視野に、国際的な競争力の獲得や事業拡大を目指す企業の海外展開を支援しています。

Ⅰ 販路開拓支援のスキーム
販路開拓支援事業は、販路開拓に課題を持つ企業に、販路開拓の専門家を派遣して、販売体制の構
築やマーケティングプランの作成、実際の販売先へのコーディネートの実施等、販路開拓に関する課
題の解決を支援する事業です。
ＴＡＭＡ協会では、豊富な経験と商社やメーカー等とのネットワークを有し、経営指導に実績を持
つ、大手企業ＯＢ等の専門家が「販路開拓コーディネータ」としてコーディネートのお手伝いをいた
します。

ＴＡＭＡ地域企業
マーケティングプランの策定
販売体制の構築

製品ブラッシュアップ
販売先コーディネート

販路開拓コーディネータ
の派遣

売れるものづくりの推進
販路の拡大
Ⅱ 海外展開支援のスキーム

販路拡大に留まらず、技術連携や人材交流など、新しい連携への発展を視野に、国際的な競争力の獲得や
事業拡大を目指す企業の海外展開を支援。交流は、次の３点が整った時に実施。
①海外において、ＴＡＭＡ協会と同様の支援機関の存在。（海外企業の信用力調査）
②海外において、ＴＡＭＡ協会と海外の支援機関に精通しているコーディネータの存在。（言葉、商習慣）
③交流はビジネスマッチングを中心に実施。マッチング案件のフォローを重視。（商談の詰め、契約等）

米
国
ASEAN

シンガポール
ベトナム
フィリピン
タイ

2011～
2013～
2013～
2014～
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シアトル
シリコンバレー

2006～
2014～

Ⅲ 販路開拓・海外展開事例
台 湾

海外展開・海外ネットワークの強化

地域イノベーション戦略推進事業(文部科学省）での成果を海外発信、海外ネットワークの構築を目指し、
台湾での展示会に出展。
 ２０１６台北国際発明展＆テクノマート見本市
開催日：平成２８年９月２９日～１０月１日開催
参加者
TAMA協会４社、埼玉大学、首都大学東京、電気通信大学、相模原ＳＩＣ ３企業、八王子９社
◆結果
商談状況：面談６７件、うち継続希望３０件

八王子市内企業と台湾企業との交流・連携を図り販路拡大につなげるため、国内での研究会、台湾での展
示会 出展・商談会を開催。
 主な活動
・ビジネス研究会（３回） ・台湾向け情報発信（６回） ・台湾での展示会出展、商談会開催
・現地拠点を活用した販路開拓（製品展示・商談フォロー）
 ２０１６台北国際発明展＆テクノマート見本市に八王子市内企業９社参加。
 商談会結果
面談設定数４３件、面談実施３４件、うち継続希望６件

体制

TAMA
事務局

参
加
企
業

コーディネータ

ITRI・TAITRA他
八王子市
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高雄市

各
種
業
界
団
体

台
湾
企
業

Ⅳ 国内での販路開拓支援
１．第1７回ビジネスフェア from ＴＡＭＡ の開催
地域企業が持つ自社製品・コア技術のＰＲと、研究開発・販路開拓等を支援することを目的に、
「第1７回ビジネスフェア from ＴＡＭＡ」を東京ドームシティ プリズムホールにおいて開催しました。
当日は２３３社・団体の皆様にご出展、５,８８８名のご来場を頂きました。出展企業、来場者に対し
て、ＴＡＭＡ地域・都心エリアに加え、山梨地域、東北地方の中小企業との連携や出会いの場を提供し
ました。
TAMA協会では、紹介ブースに併せて、「グローバルコーナー」で海外展開支援実例・実績を紹介し
ました。また、大学生を対象に実施した「知財活用アイデアプレゼン大会」の審査なども担当しました。
優秀な製品や技術を持つ企業を知っていただくことを目的として、見学ツアーや人材育成・人材確保の
課題に対して個別相談を行いました。

開催日時 ： 平成2８年11月２日（水）10:00～17:00
開催会場 ： 東京ドームシティ プリズムホール
主

催 ： （一社）首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）
西武信用金庫

後

援 ： 経済産業省関東経済産業局・東北経済産業局、
東京都、山梨県、他

出展社数 ： 2３３社・団体
来場者数 ： 5,８８８名

出展者のニーズに合わせたタイムリーな個別支援
研究開発や販路開拓等様々な課題に対する個別相談を実施。
出展者の様々なニーズに対し、個別支援を行いました。

地域を超えた、出会いの場を提供
首都圏に加え、山梨地域、東北地方の企業等、広域的なビ
ジネスマッチングを展開致しました。広域連携により地域
を越えた新事業の創出を強力にサポートしました。
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２．他機関のイベントへの後援・参加
ＴＡＭＡ地域の産業活性化を推進する組織として、連携大学で行われる産学連携関連イベントを積
極的に後援しています。また、他機関のイベントにも積極的に参加しました。
■第２０回 機械要素技術展
主催：リード エグジビション ジャパン株式会社
開催期間：平成２８年６月２２日（水）～６月２４日（金）
開催会場：東京ビッグサイト
機械要素技術展（M-Tech）は、軸受、ベアリング、ねじ、ばね
などの機械要素や、金属、樹脂に関する加工技術を一堂に集めた専門
技術展です。TAMA協会のブースを設け、会員企業３社が展示、
商談を行いました。
■TAMA新技術説明会
主催：国立研究開発法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）
共催：一般社団法人 首都圏産業活性化協会
開催日：平成２８年９月１日（木）
開催会場：国立研究開発法人 科学技術振興機構（東京：市ヶ谷）
地域イノベーション戦略事業参画大学の7人の研究者からライセ
ンス・共同研究可能な技術の紹介が行われました。1９２名の参加
があり、今後の技術移転が期待されます。
■JST産から学へのプレゼンテーション
主催：国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST)
開催日：平成２８年６月６日、１０月１２日、１１月２４日、
平成２９年３月６日
開催会場：国立研究開発法人 科学技術振興機構（東京：市ヶ谷）
地域イノベ参画中小企業を含む企業から全国の大学・機関の関係
者に向かってプレゼンテーションを行い終了後に面談等マッチング
会を行った。産学連携を生み出す機会を増やすため、企業のニーズ
や共同研究分野・課題を直接大学や研究機関に伝えました。

■第１６回 たま工業交流展
主催：たま工業交流展実行委員会
開催期間：平成２９年２月２３日（木） ～２４日（金）
開催会場：東京都立多摩職業能力開発センター
多摩地域の中小企業が有する個性豊かな技術や製品を一堂に展示し、製品開発力や加工
技術等の紹介を通じた受注の拡大、パートナー企業の発掘に向けた情報収集など多摩地域
の工業振興に繋がるビジネスチャンスの場を提供することを目的に開催されました。
■地域イノベ・ライフイノベーションセミナー
主催：埼玉大学 ＡＭＩ研究センター
共催：一般社団法人 首都圏産業活性化協会
開催日：平成２８年１０月～平成２９年２月（全６回）各回３時間
開催会場：埼玉大学
健康長寿社会実現のための高度医療・福祉・介護機器の開発を
テーマに掲げ、全６回の講座を実施しました。技術開発・新事業開
発責任者を対象に、１４企業・機関延べ２１名が受講しました。
グローバル市場での次世代技術に加えて、ヘルスケア・未病等の自
己管理分野にも広げた実践を中心に事業化能力養成を行いました。

平成２９年度の取り組み
平成２９年度も、広域的な連携を意識し、他機関のイベント等に積極的に参加します。
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人材育成・人材確保支援事業
Ⅰ 地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業

（地域中小企業人材コーディネート）

１．事業の概要
地域の中小企業等の人材ニーズ等を把握することにより、中小企業等が必要とする地域内外の若者、
女性、外国人材、シニア等の多様な人材の確保の支援事業です。
地域の特性に応じた成長分野等を明確にした上で、地域の関係機関等と連携し、人材支援を通じた、
他のモデルとなりうるような中小企業等の経営革新や経営強化の事例創出を行いました。
TAMA協会は、東京都における事業実施者（地域コーディネート機関）として都内企業を対象に、
多様な人材活用に関する意識啓発から、マッチングや内定後の定着支援等の一連の活動を担当しました。
重点分野
１）都市課題関連産業（健康・医療、環境・エネルギー、危機管理分野）
２）ＩＴ産業
３）先端ものづくり分野（高度精密加工・精密計測・航空宇宙・次世代自動車）

２．実施スキーム
（１）地域コーディネート機関の役割
・多様な人材活用に関する中小企業等の意識啓発
・地域中小企業等の魅力発信
・地域中小企業等と内外の人材（若者＊、女性、外国人材、シニア等）とのマッチング支援
・中小企業等の人材（若者）の定着支援
・人材環流支援（広域的イベント、成長分野対象イベント等）
（２）地域連携機関
西武信用金庫

東京中小企業投資育成

東京商工会議所

東京都産業労働局雇用就業部

東京外国語大学

関東経済産業局

東京労働局職業安定部

（３）事業スキーム
【ステップ４】定着支援事業
ミッション：
入社３年以内の離職率を改善するために
若者や経営者に対して研修を行う
事業：
・コミュニケーション研修
・経営者向け研修
【ステップ４】

入社後の定着支援
【ステップ３】マッチング事業
ミッション：
多様な人材とのマッチング機会を創出し
企業経営に寄与する人材の確保を支援

【ステップ１】意識啓発事業
【ステップ１】

多様な人材の
活用に関する啓発
人材コーディネート

【ステップ３】

多様な人材との
マッチング

事業：
・就業経験のある女性とのマッチング
・起業家、起業経験者とのマッチング
・大手企業出身のシニアマッチング
・留学生とのマッチング 等

ミッション：
多様な人材活用、多様な人材の働き方
について意識啓発をする
事業：
・ダイバーシティ経営フォーラム
・Webを活用した情報発信
【ステップ２】

企業の魅力発信
【ステップ２】魅力発信事業
ミッション：
若者が就職活動をする際に、
中小企業で働くという選択肢を広げる
事業：
・web・冊子を活用した情報発信
・イベントでの接点構築 等
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３．ＳＴＥＰ別事業
（１）ＳＴＥＰ１ 多様な人材・働き方の意識啓発
ダイバーシティ経営フォーラム
『多様な人財活用や多様な働き方』についての意識啓発セミナーを行いました。
開催日：平成２８年１０月２６日（水）、１２月７日（水）
参加者数：延べ２９人
（２）STEP２ 中小企業の魅力発信
①中小企業の魅力発信BOOKによる情報発信
②学生と中小企業経営者の交流会
中小企業の魅力的な面を知っていただくこと、活き活きと
やりがいを持って働ける場があることの気付きを得ることを
目的として、学生と企業経営者の交流会を実施しました。
・東京農工大学
開催日：平成２８年１１月２４日（木）
・実践女子大学
開催日：平成２８年１１月２９日（火）
・サレジオ工業高等専門学校
開催日：平成２８年１２月２日（金）
・東京外国語大学 開催日：平成２８年１２月１３日（火）
・明星大学
開催日：平成２８年１２月２４日（土）
◆参加企業数：延べ１６社
参加学生数：６１人
（３）STEP３

地域中小企業・小規模事業者と各人材とのマッチング事業

①女性の再就職・若者（起業経験者も可）就職相談会
経営強化に資するような優秀人材や、結婚・出産・介護等で離職し、再就職を望む女性と中小企業の
マッチングを行いました。
開催日：平成２９年２月８日（火）

参加企業数：９社、参加者数：１０人

②留学生向けマッチング
企業が求める海外展開等に寄与する留学生人材等と中小企業のマッチング
を行いました。
・開催日：平成２８年１０月１９日（水） 開催会場：明治大学駿河台キ
ャンパス
参加企業数：１０社、参加者数 １５５人（内５人内定）
・開催日：平成２８年１１月２２日（火）
参加企業数：１０社、参加者数：９５人

開催会場：西武信金本店

③専門性を有するシニア人材とのマッチング
特定非営利活動法人産業技術活用センター（ITEC）と連携し、経営課題や求める人物像等をヒアリン
グした上で、企業ニーズとマッチする専門性を有した人材をマッチングした。
開催日：平成２８年９月２８日（水）、１２月１４日（水）
参加企業：延べ９社、参加者数：延べ２８人
④個別コーディネート
・サレジオ工業高等専門学校
開催日：平成２８年７月９日（土）

参加企業数：７社、参加者数：１７人

・東京農工大学
開催日：平成２８年１０月１２日（水）

参加企業数：５社、参加者数：４人
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（４）ＳＴＥＰ４ 人材定着支援事業
①良好な人間関係を構築するセミナー
入社3年以内の若手社員及び中小企業等経営者等に対して、適切な
ミュニケーションを構築する方法を学ぶためのセミナーを開催しました。

コ

開催日：平成２９年１月２６日（木） 、２月２日（木）
参加者数：延べ３８人（２４社）

②経営者コミュニティを活用した幹部研修
魅力的な経営者像や企業風土を学ぶことにより、若手社員の定着率向上を図るための幹部研修を行いま
した。
開催日：平成２８年１０月１５日（土） ・２９日（土） 、１１月１９日（土） 、１２月１０日（土）
参加者数：延べ４０人（３７社）
講座
第１回
１０月15日

第２回
１０月２９日

第３回
１１月２９日

第４回
１２月１０日

News

テーマ

内容

一技術者の見た事業経営のあり方

人手不足の中での事業立ち上げにおける成功と失敗、事業転換の苦しさ
などの体験談から得た人財育成・定着に関する教訓。

ものづくりは人づくり

試行錯誤を繰り返しながら目指した「いい会社」。従業員から愛され、
関わる全ての人を幸せにするための取組・軌跡について講演。

経営リーダーへのメッセージ
～苦境・失敗から学ぶ～

激しいビジネスの変革に翻弄されたが、どう対応すればよかったのか反
省をふまえた体験談。経営サイドから、若手社員や中堅社員に対して、
どの様にサポートする体制を整え、長く安心して働く職場を作り上げた
のか、

情報システムに振り回されない経営

社員の創造性や個性を活かしながら、いかに情報化に対応する人材を育
てるのか。長年のIT関連開発現場での経験と、経営者の経験を基にした
考察。

意欲ある中小企業の経営戦略と人材

適切な人材の育成と定着を実現するためには「魅力ある企業」にするこ
とが必要不可欠。経営戦略と人材育成・定着をいかに両立させるかの
エッセンス。

B to Bビジネスの営業戦略

ベンチャ−から今日の売上2500億円を超える大企業に成長した一味違う
提案形営業と知財戦略のご紹介。また、それらの活動を支える人材育成
とリーダーシップ、顧客思考など様々な視点から社員がついていきたく
なる企業風土の醸成について

東京農工大学・東京むさし農業協同組合と
包括的連携に関する協定を締結

平成２９年３月２８日、都市型農業とそれらを実現するためのものづくりに関して、３機関相互の技術やノウハウ
を提供し、相互に連携協力することで、都市農業と科学技術及びものづくり技術の振興により地域産業及び地域
社会の発展に寄与することを目指し、東京農工大学（所在地：東京都府中市、学長：松永 是）・東京むさし農業協
同組合(JA東京むさし （所在地：東京都小金井市、代表理事組合長：田中信明） ・TAMA協会は、包括的連携に
関する協定を締結しました。
東京農工大学は、人類社会の基幹となる農業・工業を支える、農学
と工学の二つの学問領域を中心とする国立大学。従来から、東京農工
大学の工学部と一般社団法人首都圏産業活性化協会は連携協定を
締結し、連携を通じて地域中小企業の活性化を図ってまいりました。
東京むさし農業協同組合は、東京農工大学農学部と栽培技術、植物
工場等に関して技術交流があり、IoT、AIなどの開発を通じた農業の
高効率化が求められる中、農業改革の促進と都市型農業の創成を目
指し、工学部の持つ技術を取り込んだ課題解決を希望されていました。
この３機関が連携し、都市農業と科学技術及びものづくり技術の振
興、そして地域社会の発展に貢献してまいります。
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協定締結式（平成２９年４月２８日）

Ⅱ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
女性研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の整備や研究力向
上のための取組及び上位職への積極登用に向けた取組を支援するため、文部科学省・JSTの「ダイバ
ーシティ研究環境実現イニシアティブ 女性研究者研究活動支援事業」を行っています。
TAMA協会が行う取り組みは「女性研究者の活躍推進を実現する”関東プラットフォーム”の創生と
全国展開」をテーマとしています。
学 長

１．事業スキーム

部 局

共同実施機関

男女共同参画
推進室

機構推進
外部評価委員会

国立大学法人
東京外国語大学

TAMA協会は、「牽引型」として、
東京農工大学、外語大学、国際農林水
産業研究センターと連携しています。

女 性 未 来 育 成 機 構
機

機構運営委員会

構
キャリア支援部門

キャリア加速部門

女性研究者等の研
究環境整備と支援

登用促進と教育力
向上プログラム

長

•
•

協議会の設置
連携マネー
ジャー

国立研究開発法人
国際農林水産業研究セン
ター
一般社団法人
首都圏産業活性化協会

ネットワーク機関
拠点型事業で培ったネットワーク機関

キャリア開発部門
研究力強化
リーダー養成

広域ネットワーク
形成部門

大学等：5機関

女性研究者の広域
ネットワークの形成

企業：13社

電気通信大学 宇都宮大学
茨城大学
国立健康・栄養研究所
国際基督教大学
島津製作所 キューピー 森永乳業 日本IBM
クミアイ化学工業 東芝テック 日本ハム
セントラル硝子 日立化成
他4社a

地域行政
府中市、小金井市、
つくば市

グローバルイノベーション研究院

２．取り組み内容

１

新たなネットワーク機関の拡大
関東から全国へ（大学、研究開発法人、企業）

女性研究者ネットワークを牽引し、拡大（関東から全国へ）
“関東プラットフォーム” を創生し、“全国プラットフォーム” へ展開

２

機関連携により共同運営する女性研究者サポートシステム
協議会、国際的ダイバーシティ環境、意識改革、女性研究者SNS、グループメン
ター、ライフイベント支援、相談窓口の国際化、女性幹部登用セミナー

３

グローバル化により研究力を強化し、女性幹部登用を推進
国際共同研究、産学連携、女性幹部登用ポジティブアクション「１プラス１」

機関の行動計画と目標 （中期目標、中期計画、女性活躍推進法）
４

特色

女性管理職比率13%
女性在籍比率25%

国際的ダイバーシティ
女性在籍比率40%

女性管理職比率10%
女性在籍比率18%

国際的融合分野

国際・農学

農学・工学

企業連携の推進
女性在籍比率37%
産学連携

３．情報発信
中小企業ネットワークを活用した本事業の取組等女性研究者のかかわるイベントの周知として、イベント、
セミナー情報をTAMA協会会員企業へ配信しました。

４．シンポジウム
「ダイバーシティ・セミナー＆"関東プラットフォーム"担当者交流会」
「女性研究者の活躍推進を実現する"関東プラットフォーム"の創生と全国展開キックオフシンポジウム」
女性研究者の研究環境整備・ライフイベント支援や研究力向上、
女性研究者の上位職への積極登用に向けた取り組みを推進するために
担当者交流会と基調講演等によるシンポジウムを同日に開催しました。
開催日時：平成２９年３月１０日（金）
開催会場：秋葉原ＵＤＸ カンファレンス
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５．研究シーズ発表
（１）機関紹介と女性研究者による研究シーズ発表会（技術連携交流会と同日開催）
開催日時：平成２８年１０月７日（金）
開催会場：中野サンプラザ１３階スカイルーム
内容：実施機関紹介（東京農工大学、東京外国語大学、国際農林水産業研究センター）
女性研究者シーズ発表 ６研究者
参加者数：研究者 ５８人、企業 ４１人
（２）女性研究者シーズ集の作成
掲載：１１大学 １機関 計７２シーズ
研究分野：１４野
安全安心、医療・福祉、エネルギー、環境、
計測制御、資源・材料、情報・通信、デザイン、
ナノ・マイクロ、農林水産、バイオ、生活科学、
地域経済、その他

（３）女性研究者のセミナー招聘
医療イノベーションフォーラムにて産学連携を目的として女性研究者を招聘し、講演を行いました。
開催日：平成２９年３月２４日（金）
開催会場：八王子市開発・交流プラザTCビル
講師：東京農工大学 田中あかね教授

平成２９年度の取り組み
引き続き、連携機関とともに女性研究者の環境向上に向けた取り組みを行っていきます。

Ⅲ 大学との連携
１．PBL（Project Based Learning）コーディネート
ＰＢＬ（ Problem Based Learning）は、学生自らが、企業の現実的な課題を発見し、企業担当
者の協力や学生チームの力によって、課題解決の提案を行います。具体的には、企業へのヒアリング
のほか、調査、実験等、企業活動の一部を、半年から一年の期間をかけて学生が体験します。
ＴＡＭＡ協会では、企業の参加誘導、プロジェクト開始後に企業を訪問し、途中経過や課題のヒア
リングを実施することで、事業が円滑に進むためのサポートを行いました。終了後も同様にヒアリン
グを実施し、良かった点、改善点等、企業・学生からの感想を吸い上げ、大学への報告と翌年度の実
施に向けた提案を行いました。
首都大学東京ＰＢＬは１０年目の事業であり、地域企業と首都大学東京の
先生方との連携を築く良いきっかけとして、評価されています。
今後も継続的に実施し新たな連携の創出に努めていきます。

【首都大学東京ＰＢＬ 最終発表会】

◆首都大学東京
・参加学生数：３６人
・参加企業数：６社
・中間報告会：平成２８年６月２４日（金）開催
・最終発表会：平成２８年９月２９日（木）開催

平成２９年度の取り組み
首都大学東京PBL事業は、学生の自由な発想力を参加企業の事業展開へ生かした取り組みに繋がるよう、目指して参ります。
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２．シュタインバイス大学 日本研修プログラム支援事業
シュタインバイス大学、東京農工大学、東京工業大学、ＴＡＭＡ協会が連携し、ドイツ・シュタイ
ンバイス学のＭＢＥコースの大学院生と東京農工大学の学生による合同の研修プログラムを実施しま
した。
首都圏西部地域のものづくり中小企業から提供された欧州での販路開拓における具体的な課題に、
日独混合チームで取組み、学生達が各企業向けにビジネスプランの提案（発表会）を行う５日間の研
修プログラムです。
【シュタインバイス大学】

【今年度の参加実績】
企業：４社
学生：４６名（シュタインバイス大学院生：独）
２７名（東京農工大学、東京工業大学：日）

プログラムの流れ
４～５月

ヒ
ア企
リ業
ン
グ

６月

課企
題業
提か
供ら

■設立：１９９８年１０月
■学長：ヨハン・レーン
■構成：１学部、２大学院、教員数６７２名、学生数３，０００名、
その他修了証授与コース
■特徴：
１．法人は有限責任会社（ＳＨＢ ＢｍｂH）
２．顧客第一主義で大学組織への公的機関の財政支援なしに
運営している。
３．企業の要請に基づく人材育成のために、学生を現実のプロ
グラムに参加させながら実践的な教育を展開。
４．座学と実践を同時に学ぶ事が出来る。
５．就職率はほぼ１００％。
６．大学院には、ＭＢＥ，ＭＢＡ等、博士課程がある。
７．独自の学位授与権を公認されたドイツの有力私立大学

日本研修期間
（前半チーム７／１８～７／２２、後半チーム７／２５～７／２９）
６月～来日

事日
前独
調学
査生

９月

スグ企
カル業
ッー訪
シプ
ョデ問
ンィ・

交日
流独
会学
生

スグ
カル講
ッー義
シプ
ョデ・
ンィ

シプ
ョレ
ンゼ
・
交ン
流テ
会ー

ヒ
（
評ア
価リ
ン
）グ

参加企業のメリット
①グローバルな視点での自社評価
（分析）ができます。
②ドイツにおける詳細な市場分析
から販路開拓の課題解決に向けた
ビジネスプラン案を入手できます。
③ドイツ学生との交流により、
社員のグローバル意識が芽生え、
職場の活性化につながります。

平成２９年度の取り組み
シュタインバイス大学 日本研修プログラム支援事業は、参加企業にとってより価値の高い提案を目指し、ドイツと日本
の学生がそれぞれの強みを活かした役割を担えるよう、支援します。
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情報ネットワーク事業
最新の支援情報（助成金・認定制度等）、各種イベントの告知・開催報告等を情報をメーリングリ
ストでタイムリーに会員へ提供しています。産学連携・企業間連携の促進を目的とした企業情報・大
学情報カスタム検索エンジン、ＴＡＭＡバーチャルラボラトリーシステムの運用を行っています。
さらに、これまでの活動を通じて蓄積されたナレッジ及び各種ＤＢ等の支援ツールを有効活用する
「コーディネート活動支援システム」により、会員企業の新製品・新技術開発をバックアップする体
制を整えていす。

Ⅰ ホームページによる情報提供
産学官連携支援のポータルサイトである当協会ホームページは、ＴＡＭＡ協会が主催するイベント
や研究会、公的助成金獲得の為の支援情報他、ＴＡＭＡ協会会員の企業・大学・支援機関のホーム
ページを横断的に検索可能なカスタム検索エンジン、TAMA協会が発行する冊子の電子ブック版など
を掲載しています。

TAMAブランド
選定企業紹介

トップページ（http://www.tamaweb.or.jp/）

TAMAブランド企業の概要、
取り組み等を紹介。

新着情報
TAMA協会が主催する
セミナー・講演会等のご案内。

会員情報クロス検索
ＴＡＭＡ会員企業、大学のホームペー
ジに掲載されている製品情報、研究
情報等をクロス検索可能。

電子ブックページ（https://tamaweb.e-manager.jp/）

電子ブック・資料
ＴＡＭＡ協会事業のあらまし、企業のコア製品・技
術がひとめでわかる「製品・技術ＰＲレポート」、
大学のシーズや企業との連携希望内容をまとめ
た「大学技術攻防」など、協会が発行した資料を
電子ブックとして掲載。
スマホからも閲覧可能となりました（専用アプリを
ダウンロードしてください）。

https://www.facebook.com/tamaweb
https://twitter.com/tama_assoc

31

Ⅱ 情報別メーリングリストの運用による効果的な情報提供
ＴＡＭＡ協会会員へ、協会の支援メニューや主催事業（セミナー・フォーラム）だけでなく、国・
都県や他支援機関の補助金情報や支援施策・セミナー情報、官公庁などが発表する統計情報やニュー
ス、また会員様からの情報提供をメーリングリストでタイムリーに発信しています。
メーリングリストアドレス：tama-gyousei@tamaweb.jp
※情報発信を希望する場合は、事務局へご連絡ください。

Ⅲ データベースの整備とコーディネート活動支援システム
ＴＡＭＡ協会ホームページに各種データベースシステム及び情報検索エンジンを整備し、会員企業
の産学・企業間連携を促進しています。また、ＴＡＭＡコーディネータ及び事務局による企業訪問を
通じて蓄積された情報に加えて、各種データベース等支援ツールを充実させ、コーディネート活動を
効果的、効率的に行うため、「コーディネート活動支援システム」を構築しています。
データベース・検索エンジン
会員一覧

内
ＴＡＭＡ協会会員の企業・団体様を掲載

ＴＡＭＡバーチャルラボラトリーシステム
ＴＡＭＡコーディネータデータベース
企業カルテデータベース（非公開）

ＴＡＭＡ地域の大学・大企業等に整備されている開放又は受託等の形態で利用可能な試
験研究・生産設備を登録し、利用を促進するデータベース
ＴＡＭＡコーディネータについて検索・閲覧できるデータベース
企業カルテを分類、類似の事例を検索し、蓄積したノウハウを活用できるデータベース

会員一覧
（http://www.tamaweb.or.jp/
association-summary/会員一覧）

コーディネート活動支援システム
（https://www.tamaweb.or.jp/dezie/db.cgi?）

※閲覧ログイン

ID[TAMA]

容

PW[TAMA]

※会員は会員ごと付与されるID・PWで登録情報を見ることができます。

バーチャル・ラボラトリでは、TAMA地域内の大学・大企
業・公設試験研究機関等が保有する、開放または受託等の形
態で利用可能な高度な試験研究設備や生産設備をデータベー
スとして整備しています。
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Ⅳ ＴＡＭＡコーディネータ制度
ＴＡＭＡ協会では、中小企業診断士、技術士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士ほか、
大手企業ＯＢなど多様なスキルをもつ約１３０名の専門家を「ＴＡＭＡコーディネータ」として組織
化しています。
ＴＡＭＡコーディネータは、企業の課題
解決や競争力向上のため、様々な個別支援
を行うほか、協会のスタッフとして、事業
プログラムの企画や進行管理、調査事業の
推進、協会主催のセミナー講師など、会員
へのサービス提供のため、事務局とともに
幅広く活躍しています。

会員
企業

産学
連携

○産学・産産連携のコーディネート
○共同研究プロジェクトの支援
○販路開拓の支援
○海外展開の支援
○人事・人材関係の支援
○ビジネスプラン・経営戦略構築支援
○各種の経営課題の解決支援

新事業創出・研究開発等に
取り組むための課題の解決

人材
紹介

研究
開発

人材
育成

販路
開拓
海外
展開

ＴＡＭＡコーディネータ登録の概略

資格別登録状況

ＴＡＭＡ協会

[複数の資格保持者含む]

資

格

中小企業診断士
①
募
集

②
応
募

③
面
談
・
審
査

④
登
録
申
請
書
提
出

技術士

契
約
手
続
き

弁理士
公認会計士・税理士
ＩＴコーディネータ

登録希望者

社労士、経営士、その他

平成２９年度の取り組み
ＴＡＭＡのネットワークや事業プログラムを効果的に活用し、実践的な支援活動ができるコーディネータネットワークを
強化していきます。コーディネーターの得意分野の目利きと、育成も視野にチャレンジする企業の支援を充実させます。
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地域交流会の開催
ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム･南西フォーラム
ＴＡＭＡ協会では、地域で活躍する会員間のコミュニケーションの促進のため、フェイス・トゥ・
フェイスで産・学・官・金融などのメンバーが幅広くフランクに交流できる地域交流会の活動を推進
しています。
『ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム』『首都圏南西地域産業活性化フォーラム（南西フォーラ
ム）』で産産連携、産学連携、異業種交流をテーマに、熱気あふれる交流会が開催されています。

◆ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム（H23.7～)
地域の多様な課題を情報共有し、地域のリソースの活用や連携により、地域の活性化を行うことをコンセプ
トとした、異業種交流会形式のフォーラムです。
第１１４回 テーマ「ミニマルファブ」
内 容：「3Dプリンターに続く、新たなものづくり革命』、情報交換等、懇親会
開催日：平成２８年４月８日（金）
開催会場：西武信用金庫八王子支店
第１１５回・第１１６回 テーマ「公的施策活用」
内 容：講演 「平成２８年度補正予算について」 、情報提供等、懇親会
第１１５回
開催日：平成２８年12月１日（木） 開催会場：西武信用金庫本店
第１１６回
開催日：平成２８年１２月５日（月） 開催会場：西武信用金庫小平支店

◆首都圏南西地域産業活性化フォーラム（南西フォーラム）（H16.6～）
地域における企業・大学・支援機関・行政機関などが一堂に集い、中小企業の皆様の新技術・新製品開発や
新分野への進出などにつながる新たな連携を生み出すための交流会です。
第３５回
テーマ「新たなビジネスパートナーとの技術開発・販路開拓
～新しいマッチング手法の活用によるビジネス創出～
開催日：平成２８年７月２９日（金）
開催会場：サン・エールさがみはら ホール
第３６回
テーマ「ヒトとロボットが協働する未来社会
～最先端ロボットテクノロジーが拓く豊かな社会の実現に向けて～
開催日：平成２８年１０月７日（金）
開催会場：青山学院大学 相模原キャンパス
第３７回
テーマ「南西ビジネス交流会in町田」
開催日：平成２９年２月27日（月）
開催会場：町田市民ホール

平成２９年度の取り組み
新分野への進出に繋がる新たな連携を生むために、普段接点が少ない業種の企業、研究機関、企業家等の地域で活躍す
るプレーヤーなどと会員間のコミュニケーション促進を図っていきます。
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金融機関との連携
地域企業が金融機関に求めている支援内容は、「資金支援」から「資金支援＋お客様の経営支援」
へ高度化している今、金融機関単独では対応が困難な支援について、ＴＡＭＡ協会の支援メニューに
よりソリューション（研究開発費の獲得、人材の確保、販路開拓等）を提供し、金融機関からはＴＡ
ＭＡ協会の事業協力を行うことで、金融連携を構築してきました。

インキュベーション施設との連携
第二創業やベンチャー企業の効果的な育成を行うため、地方公共団体等が開設するインキュベー
ション施設と連携しています。産学連携や公的資金活用などのソフト面での支援メニューを提供し、
入居企業の早期事業化を支援しています。

ＳＩＯ
西武インキュベーションオフィス

ＳＩＣ２１
さやまインキュベーションセンター２１
狭山市広瀬台２－１６－１５（西武新宿線狭山市駅バス１５分）
管理︓狭山商工会議所、狭山市
特徴①狭山市役所の支援
・制度融資の斡旋、空き工場の斡旋
特徴②狭山商工会議所の支援
・セミナー、イベントの開催、
連携先の紹介、法務、税務、経理、
社会保険労務等のサポート

ＳＩＣ
さがみはら産業創造センター
相模原市緑区西橋本
（ＪＲ橋本駅南口徒歩１０分）
管理︓㈱さがみはら産業創造センター
特徴︓会社設立・法務・知財・人材・人事・
組織・資金調達・デザイン・マーケティング・研
究開発・産学・産産連携・販売促進・アライ
アンス等をトータルでサポート

中野区新井 丁目

番 号（西武新宿線新井薬師駅徒歩１分）

管理︓西武しんきんキャピタル
特徴︓金融機関、税理士等による支
援・経営戦略、財務・税務、販路開拓、
Ｍ＆Ａ、資金調達、資金運用等、経
営全般についてのサポート

三鷹産業プラザ
三鷹市下連雀
（ＪＲ三鷹駅南口徒歩７分）
管理︓㈱まちづくり三鷹
や都市型産業を
特徴︓ 階～ 階まで
営む企業・事業者などが入居できる業務床が
整備されています。
経営面、資金面、法律面
などについて各種専門家が
サポート
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インキュベーションオフィス・
業務提携施設等
ＴＡＭＡ
連携施設

昭島市東町３－６－１
（ＪＲ西立川駅徒歩１０分）
２０１０年４月オープン
入居数︓全６室中６室
管理︓
（財）東京都中小企業振興公社
多摩支社
特徴︓多摩地域
の 新たな産業支
援拠点「産業サ
ポートスクエア・Ｔ
ＡＭＡ」内に立地

地域との交流
ＴＡＭＡ協会は、「地域イノベーション戦略推進地域」などの実施機関として広域的な産学官金の連携強化
により、イノベーションを創出し新たな需要を生み出すことが可能な世界有数の先端ものづくり地域の形成を
目指し活動しています。
産業振興を目指す全国の地域・団体、また海外クラスター団体等から、各種委員への就任・視察や講演依頼
をお受けしています。今後も、国内外における産業支援機関との交流を図り、情報交換を通じ地域を超えた充
実したネットワーク形成を目指していきます。

Ⅰ 自治体との連携
１．ＴＡＭＡ地域内事業
地域・団体

事業名

事業内容

八王子市

八王子市海外経済交流促進事業

市内企業の海外販路開拓へ向けて、ＴＡＭＡ協会台湾事務所での展
示、情報発信、市内企業製品の市場調査を実施しました。

青梅市

青梅市女性の再就職・
若年者就職アシスト事業

青梅市内在住の女性・若者の就職支援プログラムの策定サポートを
行い、青梅市企業を中心とした企業とのマッチングを行いました。

羽村市

製造業営業力・生産力等
強化支援事業

市内製造業者に対し、製品・技術力の掘り起こしと提言を行うアド
バイザーを派遣し企業の成長ロードマップ作成や競争的資金獲得の
ための支援を行いました。

狭山
商工会議所

産学連携・特許情報活用
アドバイザー業務

インキュベーション施設入居企業をはじめ、市内企業の産学連携、
特許情報の活用に関する情報提供、効果的なアドバイスを実施する
ため、専門家を派遣しました。

２．ＴＡＭＡ地域外事業
地域・団体

事業名

事業内容

青森県

県外企業との技術マッチング・
連携強化業務

広域的な産学官金のネットワーク支援の強化を図り、研究開発型企
業や海外展開を目指す企業を育成するため、事業性の判断や事業化
に向けたアドバイス、首都圏企業や海外企業等とのマッチングや販
路開拓の支援を行いました。

Ⅱ 国内支援機関等との交流
地域 ・

団体

羽村市、福生市、東久留米市

地域 ・

交流内容

地域 ・

地域産業振興懇談会オブザーバー委員

八王子市

産業振興会議委員

日野市

日野産業人フォーラム参加

団体

団体

交流内容

交流内容

神奈川県

重点プロジェクト支援委員会委員

首都圏南西地域産業活性化フォーラム

首都圏南西地域産業活性化フォーラム運営委員・企画部会委員

全国イノベーション推進機関ネットワーク

全国イノベーション推進機関ネットワーク運営委員

Ⅲ 海外支援機関等との交流
相手国

交流先

実施日

交流内容

タイサブコン振興協会

６月２８日（火）

企業視察受入

タイ中小企業コンサルタント

７月２１日（木）

視察受入れ

サウジアラビア

１月１８日（水）

視察、意見交換（中小企業庁からの依頼）

タイ
サウジアラビア
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データで見るＴＡＭＡの軌跡と現状
今年度は、総体として昨年度末より会員減となりました。特に企業会員数は昨年度の309社から
28６社へと減少しております。引き続き、ＴＡＭＡ協会の活性化、ＴＡＭＡ地域の発展のため、会
員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

会 員 数
１．会員数の推移 （平成１０年度～平成２８年度）
700

企業

大学等

自治体

団体

平成10年4月
平成13年3月
平成14年3月
平成15年3月
平成16年3月
平成17年3月
平成18年3月
平成19年3月
平成20年3月
平成21年3月
平成22年3月
平成23年3月
平成24年3月
平成25年3月
平成26年3月
平成27年3月
平成28年3月
平成29年3月

個人

600
500
400
300
200
0

H10.4
H13.3
H14.3
H15.3
H16.3
H17.3
H18.3
H19.3
H20.3
H21.3
H22.3
H23.3
H24.3
H25.3
H26.3
H27.3
H28.3
H29.3

100

ＴＡＭＡ産業活性化協議会設立

３２８
４４０
４４７
５１７
５９９
６２９
６７２
６５６
６５８
５７８
５９７
５７６
５６５
５６０
５９５
５７６
５７４
５４３

平成１０年４月のＴＡＭＡ産業活性化協議会設立時、総会員数３２８（うち企業会員１９３社）でスタート。
平成２８年度末には総会員数５４３（うち企業会員２８６社）となっています。

２．正/賛助会員の別 （平成２８年度末）

３．会員の構成 （平成２８年度末）

賛助会員
112

コーディネータ
135

正会員
431

自治体
20

営利法人、
個人事業主、
金融機関等
(コーディネータ
兼務会員4含む)
286

団体
60

大学等
31

（総数＝５４３）

個人
11

（総数＝５４３）

企業会員のみに目を転じると、資本金３億円未満の中小企業が全体の約９４％を占めています。
その業種は製造業が全体の８３.２％を占め、サービス業が７.０％、次いで、情報通信（ＩＴ）産
業が４.５％、卸売・小売業が３.１％、金融・保険業が２.１％となっております。
今後もＴＡＭＡクラスター地域を中心に、更なる充実したネットワーク構築を目指します。
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４．都道府県別企業会員数 （平成２８年度末）

５．市区町村別企業会員数

その他 １４社
４．９％
埼玉県
４１社
１４．３％
神奈川県
４０社
１４％

東京都 １９１社
６６．８％

６．企業会員分類（資本金別）
50億～100億円以下
０．４％
100億円超
０．８％

３億～50億円以下
３．８％

（トップテン：平成２８年度末）

№

市区町村

会員数

１

八王子市

３１

２

相模原市

2６

３

青梅市

２３

４

羽村市

１２

４

狭山市

１2

５

立川市

１０

５

千代田区

１０

６

入間市

８

７

所沢市

７

8

昭島市

６

8

武蔵村山市

６

8

西多摩瑞穂町

６

※上位１０市区町村での企業会員合計＝１５７
（企業会員全体の５４．９％）

１億～３億円以下
３．０％

企業会員所在分布図（都道府県別）

～1億円以下
９２．１％

青森

７．企業会員分類 （業種別）
金融・保険業

ＩＴ ４．５％
サービス業
７．０％

３．１％
卸売・小売業
２．１％

福島

石川
栃木
埼玉
山梨

茨城

東京
神奈川

愛知
製造業
８３．２％

（平成２８年度末

※日本標準産業分類にもとづく
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企業会員総数＝２８６）

◎

年

表

◎

ＴＡＭＡ協会
全体事業
TAMAブランド化推進
事業

10 理事会①

11 綿貫ＷＧ(埼大）
13 鎌倉ＷＧ(電通大)

6 首都大PBL初回ガイダンス

9 理事会②
29 総会
29 理事会③④

1 医療イノベーションフォーラム
6 JST産から学へのプレゼンテー
ション
15 連携クラスターサロン
17 綿貫ＷＧ(埼大）

22～24 機械要素技術展
27 タイ企業との商談会」＆
「タイ・レンタル工場団地セミ
ナー

27 ＴＡＭＡ産学官金サミット

15 TAMAスマートなものづくりを
考える会
26 医療イノベーションフォーラム

1 中核企業創出事業運営委
員会
7 グローバルネットワーク協
議会
8 八王子ビジネス研究会①
17～23 シュタインバイス大
学日本研修
21 タイ中小企業カンサルタ
ント視察

26 TAMAブランド運営委員会

5 綿貫ＷＧ(埼大）
22 久保田WG（首都大）
23 電通大地域イノベ定例会議

29 八王子ビジネス研究会②

7 連携クラスターサロン
7 TAMAスマートなものづくりを考
える会
9 農工大シーズ発表会
12久保田WG（首都大）
26 医療イノベ分科会
27 医療イノベーションフォーラム
14 理事会⑤

25 TAMAブランド運営委員会

9
月

10
月

11
月

21 TAMA・ABE経営塾
25 青梅線沿線地域産業ク
ラスター協議会

ＴＡＭＡ－ＴＬＯ

23 決算取締役会
24 研究成果評価委員会

21 連携大学連絡会議
24 第16回定時株主総会
24 大学技術移転協議会総
会

24 首都大PBL中間発表会

19 研究成果評価委員会

10 地域人材コーディネート機
関連絡会議

29 南西フォーラム運営委員
会

4 広域多摩地域の大学発新
技術説明会

12 JICA「9月5日公示・中小
企業海外展開支援事業」説
明会
14 インド大使館主催セミ
ナー
28～10/2 台湾ビジネスツ
アー

28 シニアマッチング会①
29 首都大PBL最終発表会

2 青梅線沿線クラスター会
議
29 TAMA・ＡＢＥ塾講演会

28 Intermeasure2016(第27回
計量計測展）出展

5 綿貫ＷＧ(埼大）
7 技術連携交流会
7 女性研究者による研究シーズ
発表会
12 JST産から学へのプレゼン
テーション
19 TAMAスマートなものづくりを
考える会
19 ライフイノベーションセミナー

12～14 国際航空宇宙展
26～27 あおもり産学官金連
携Day2016

4 面接対策セミナー
6 若者合同企業面接会①
12 農工大合同面談会
15 経営者向け幹部研修①
17 ダイバーシティー運営委員
会
19 外国人留学生マッチング会
①
26 ダイバーシティ経営フォーラ
ム
29 経営者向け幹部研修②

7 南西フォーラム
25 南西フォーラム運営委員
会

14 Bio Japan2016出展
18 研究成果評価委員会

4 東京農工大学共同研究シーズ
説明会
10 TAMAスマートなものづくりを
考える会
11 地域イノベ推進協議会
24 JST産から学へのプレゼン
テーション
25 鎌倉ＷＧ(電通大）
28～30 地域イノベーションシンポ
ジウム2016(熊本）
30 医療イノベーションフォーラム

1 ドイツヘッセン州セミナー
4 セブものづくり研修修了式
8 青森県ものづくり補助セミ
ナー
9 八王子ビジネス研究会③

17 履歴書・職務経歴書セミ
ナー
19 経営者向け幹部研修③
22 外国人留学生マッチング会
②

2 第17回ビジネスフェアfrom 2 第17 回ビジネスフェア
fromTAMA出展
TAMA
21～24 TAMA・ＡＢＥ経営塾
フィリピンツアー
28 TAMA・ＡＢＥ経営塾総会

1 青梅合同面接会
7 ダイバーシティ経営フォーラ
ム
10 経営者向け幹部研修④
13 東京外語大学経営者交流
会
14 シニアマッチング会②

7 青梅線沿線地域差産業ク
ラスター協議会

2 TAMAものづくり説明会①
5 イノベーションフォーラム
9 TAMAものづくり説明会②
14 綿貫ＷＧ(埼大）
22 TAMAものづくり説明③

12
月

イベント事業・その他

29 南西フォーラム運営委員
会

7
月

13 TAMA-TLO産学連携事業
発表会
20 研究成果評価委員会

25 理事会⑥

26 TAMAスマートなものづくりを
考える会

18 サウジアラビア視察・意
見交換

26 脳特性コミュニケーション講
座①

11 青梅線沿線地域差産業
クラスター協議会

24 TAMAブランド運営委員会

15 綿貫ＷＧ(埼大）
24 鎌倉ＷＧ(電通大）
27 久保田WG（首都大）

12～16 中核事業米国視察
22 八王子市台湾ビジネスツ
アー事業報告会

2 脳特性コミュニケーション講
座②
6 東京外国語大学セミナー
8 若者合同企業面接会②
15 ダイバーシティー分科会

27 南西フォーラム

27 理事会⑦

6 JST産から学へのプレゼンテー
ション
8 11 地域イノベ推進協議会
8 地域イノベシンポジウム
14 医療イノベーションフォーラム
分科会
17 鎌倉ＷＧ(電通大）
22 綿貫ＷＧ(埼大）
24 医療イノベーションフォーラム
27 久保田WG（首都大）

1 グローバルネットワーク協
議会
12～14 中核事業シンガポー
ル視察

10 ダイバーシティーシンポジ
ウム

21 青梅線沿線地域差産業 23 研究成果評価委員会
27 TAMA-TLO技術講演会
クラスター協議会
28 南西フォーラム運営委員
会
28 東京農工大学、東京むさ
し農業協同組合と協定書締
結

1 25 賀詞交歓会（TAMAブラン
月 ド大賞 表彰）

2
月

3
月

人材育成・人材確保
支援事業
11 新入社員研修

5
月

8
月

販路開拓・海外展開
支援事業

22 電通大地域イノベ定例会議

4
月

6
月

産学連携・研究開発
支援事業
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21 研究成果評価委員会
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